
知多市長記者会見次第

日 時 令和２年６月８日(月)

午前１０時

場 所 協議会室

市長あいさつ

１ 知多市議会６月定例会提出議案等について

(1) 知多市議会６月定例会提出議案の概要……………………………………………………………【資料１－１】

(2) 小中学校の児童生徒「１人１台端末」を令和２年度中に前倒して整備します………………【資料１－２】

(3) 新型コロナウイルス感染症対策に係る市長専決処分の概要……………………………………【資料１－３】

(4) 知多市議会６月定例会の日程………………………………………………………………………【資料１－４】

２ 愛知大学と包括連携協定を締結します ………………………………………………………………【資料２】

※ 次回記者会見の開催予定日時 ７月３日（金）午前１０時から
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知多市議会６月定例会提出議案の概要 

                                                                           提出件数：議案１６件、報告９件 

議案番号 議    案    名 概       要      説      明 

２２ 知多市特別職の職員で常勤のものの給与

の特例に関する条例の制定について 

市長、副市長及び教育長の給与を９月間の特例を定めて減額するものです。 

２３ 知多市まちづくりセンターの設置及び管理に

関する条例の一部改正について 

八幡まちづくりセンターを地区のコミュニティセンターに移行するものです。 

２４ 知多市コミュニティルームの設置及び管理に

関する条例の一部改正について 

つつじが丘コミュニティルームを地区のコミュニティセンターに統合するものです。 

２５ 知多市コミュニティセンターの設置及び管理

に関する条例の一部改正について 

地区のコミュニティセンターとして、新たに１施設を追加するものです。 

２６ 知多市税条例の一部改正について 地方税法の改正に伴い、個人市民税等の規定を改めるものです。 

 

２７ 知多市消防団員等公務災害補償条例の一

部改正について 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、補償基礎額等の規定を改め

るものです。 

２８ 指定管理者の指定の期間の変更（コミュニ

ティルーム）について 

つつじが丘コミュニティルームをつつじが丘コミュニティセンターに統合することに伴い、指定管理者

の指定の期間を変更するものです。 

２９ 指定管理者の指定（コミュニティセンター）に

ついて 

八幡コミュニティセンターの指定管理者を指定するものです。 

３０ 知多市国民健康保険税条例の一部改正に

ついて 

 

地方税法の改正に伴い、長期譲渡所得に係る課税の特例を改めるものです。 

資料１－１ 



2 

 

議案番号 議    案    名 概       要      説      明 

３１ 財産の取得について 老朽化に伴う機器の更新のため、蒸気回転釜を購入する売買契約を締結するものです。 

契約数量       ５台 

契約の方法     ４社による指名競争入札 

契約金額     ２１，３５０，０００円 

契約の相手方  豊川市大橋町四丁目１２７番地 

           株式会社厨林堂 

           代表取締役 寺部 諒         

３２ 南５区多目的グラウンド整備工事請負契約

について 

南５区Ⅲ工区の多目的グラウンドの整備工事を行うため、工事請負契約を締結するものです。 

契約の方法    ８社による制限付き一般競争入札 

契約金額     １５８，１３０，５００円 

契約の相手方  知多市新舞子字大口２０６番地の８ 

           株式会社粕田組 

           代表取締役 土井 政視 

３３ 知多市地区計画の区域内における建築物の

制限に関する条例の一部改正について 

知多都市計画大興寺地区計画の決定に伴い、対象地区に建築物の用途等の制限をするものです。 

３４ 知多市有料駐車場の設置及び管理に関す

る条例の一部改正について 

朝倉駅周辺整備に伴い、朝倉駅前駐車場を旧保健センター跡地に移転するものです。 

３５ 農業委員会委員の任命につき委員の過半

数を認定農業者等又はこれらに準ずる者と

することについて 

 

市内の認定農業者が少なく、委員の過半数を認定農業者等から任命することが困難であることに伴

い、これを認定農業者等又はこれらに準ずる者とするものです。 
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議案番号 議    案    名 概       要      説      明 

３６ 令和２年度知多市一般会計補正予算（第４

号） 

５９６，５７９千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を３７，８３６，９１６千円とするものです。 

＜主な歳入＞ 

 民生費国庫補助金         8,680千円  教育費国庫補助金      218,025千円 

 財政調整基金繰入金     378,275千円  教育文化振興基金繰入金 △9,303千円 

＜主な歳出＞ 

 一般管理費            △3,695千円  防災まちづくり推進費    △2,000千円 

 市民協働推進費           4,111千円  秘書広報費          △10,703千円 

 税務総務費             40,000千円  社会福祉総務費         8,490千円 

 商工振興費             △9,851千円  観光費              △13,740千円 

 学校管理費（小学校）      402,574千円  学校管理費（中学校）     206,946千円 

 生涯学習振興費          △2,854千円  歴史民俗博物館費       △9,314千円 

 生涯スポーツ振興費       △14,000千円   

 

第２表 債務負担行為補正 

 債務負担行為を次のように追加するものです。 

  

事     項 期  間 限度額 

八幡コミュニティセンター指定管理料 令和３年度から令和４年度まで 17,000千円 

３７ 令和２年度知多市下水道事業会計補正予

算（第１号） 

 

資本的収入及び支出のうち、 

資本的収入を１７，４００千円増額し、１，２０８，１００千円とし、 

資本的支出を１７，３７０千円増額し、１，４２４，４７０千円とするものです。 

 



4 

 

報告番号 報    告    名 概       要      説      明 

報告 ５ 令和元年度知多市一般会計繰越明許費繰

越計算書の報告について 

令和元年度知多市一般会計のうち繰越明許費の７５１，４４５，０００円を翌年度へ繰り越したので、地

方自治法施行令の規定により、報告するものです。 

報告 ６ 市長専決処分事項の承認を求めることにつ

いて 

専決第４号（令和２年３月３１日専決） 

知多市税条例等の一部を改正する条例 

地方税法等の改正に伴い、個人市民税等の規定を改めるものです。 

専決第５号（令和２年３月３１日専決） 

知多市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 地方税法の改正に伴い、低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定

所得の見直しを行うものです。 

報告 ７ 市長専決処分事項の報告について 専決第６号（令和２年４月３日専決） 

損害賠償の額の決定及び和解について 

草刈作業による事故について、国家賠償法の規定に基づき、相手方の損害を賠償し、民法の規定に

基づき、和解を締結したものです。 

  損 害 賠 償 の額  ７９，６８４円 

報告 ８ 市長専決処分事項の承認を求めることにつ

いて 

専決第７号（令和２年４月２７日専決） 

知多市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対し、傷病手当金を支給するものです。  

専決第８号（令和２年４月２７日専決） 

知多市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正に伴い、市の所掌事務を改め

るものです。 
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報告番号 報    告    名 概       要      説      明 

報告 ９ 市長専決処分事項の承認を求めることにつ

いて 

専決第９号（令和２年４月２７日専決） 

令和２年度知多市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

２，５００千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を７，９４８，２００千円とするものです。 

＜歳入＞ 

 保険給付費等交付金  2,500千円 

＜歳出＞ 

 傷病手当金        2,500千円 

報告１０ 市長専決処分事項の承認を求めることにつ

いて 

専決第１０号（令和２年５月７日専決） 

令和２年度知多市一般会計補正予算（第１号） 

８，９４０，９６６千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を３７，０３３，９６６千円とするものです。 

＜歳入＞ 

 総務費国庫補助金        8,600,567千円   民生費国庫補助金    120,538千円 

 民生費県補助金              2,100千円   商工費県補助金     102,330千円 

 財政調整基金繰入金         115,431千円  

＜歳出＞ 

 特別定額給付金費         8,600,567千円   高齢者福祉費         2,100千円 

 子育て世帯臨時特別給付金費  120,538千円   商工振興費          8,400千円 

 新型コロナウイルス感染症 

 対策等協力金費           209,361千円 
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報告番号 報    告    名 概       要      説      明 

報告１１ 市長専決処分事項の承認を求めることにつ

いて 

専決第１１号（令和２年５月１８日専決） 

令和２年度知多市一般会計補正予算（第２号） 

８３，０６４千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を３７，１１７，０３０千円とするものです。 

＜歳入＞ 

 財政調整基金繰入金      83,064千円 

＜主な歳出＞ 

 障害者福祉費           1,500千円    高齢者福祉費       2,100千円 

 児童福祉総務費          7,800千円    上水道費         65,000千円 

 学校管理費（小学校）       1,458千円    教育振興費（小学校）  2,720千円 

教育振興費（中学校）     1,744千円 

報告１２ 市長専決処分事項の承認を求めることにつ

いて 

専決第１２号（令和２年５月１８日専決） 

令和２年度知多市水道事業会計補正予算（第１号） 

収益的収入及び支出のうち、水道事業収益を１，０００千円増額し、１，２７６，０００千円とし、水道事業

費用を１，０００千円増額し、１，１６５，３００千円とするものです。 

報告１３ 市長専決処分事項の承認を求めることにつ

いて 

専決第１３号（令和２年５月２５日専決） 

令和２年度知多市一般会計補正予算（第３号） 

１２３，３０７千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を３７，２４０，３３７千円とするものです。 

＜歳入＞ 

 民生費国庫負担金       2,188千円   財政調整基金繰入金   61,119千円 

 雑入                60,000千円 

＜主な歳出＞ 

 社会福祉総務費         2,917千円   予防費             6,276千円 

 商工振興費           114,114千円 



資料１－２

小中学校の児童生徒「１人１台端末」を令和２年度中に前倒して整備します

国の令和２年度補正予算により、ＧＩＧＡスクール構想の加速を求められ、子どもたちの学びを保障
できる環境を早急に実現するため、令和５年度までに予定していた整備計画を前倒し、令和２年度中に、
小学１年生から中学３年生までの全ての児童生徒に１人１台 タブレット端末を整備します。

１ 事業内容

令和２年度中に小学１年生から中学３年生までの児童生徒用端末及び指導者用端末７，５４０台を整備します。
小学校 児童用４，７９６台、指導者用１８４台（計４，９８０台）
中学校 生徒用２，４７２台、指導者用 ８８台（計２，５６０台）

お問い合わせ
学校教育課施設チーム 山本（0562-36-2682）

２ 事業費

小学校施設整備費 ４０２，５７４千円

中学校施設整備費 ２０６，９４６千円

３ 財源内訳

７～８月 共同調達実施
９月 事業者と契約

令和３年３月 納入完了

４ スケジュール（予定）

国庫補助金 ２１８，０２５千円
一般財源 ３９１，４９５千円

▲ タブレット端末を使用した授業の様子

小中学校施設整備事業
予算 ６０９，５２０千円



　　　新型コロナウイルス感染症対策に係る市長専決処分（地方自治法第１７９条）の概要

報告第８号　専決第７号　知多市国民健康保険条例の一部を改正する条例（令和２年４月２７日専決）

報告第８号　専決第８号　知多市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例（令和２年４月２７日専決）

報告第９号　専決第９号　令和２年度知多市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）（令和２年４月２７日専決）

（単位：千円）

No 件名 内容 事業費 国 県 その他 一般財源

1 傷病手当金
国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルス感
染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給

2,500 2,500 0

報告第１０号　専決第１０号　令和２年度知多市一般会計補正予算（第１号）（令和２年５月７日専決）

（単位：千円）

No 件名 内容 事業費 国 県 その他 一般財源

1 特別定額給付金
４月27日に市内に住所を有する市民１人当たり100千円
を世帯主に給付

8,600,567 8,600,567 0

2
介護施設等新型コロナウイルス感
染拡大防止対策支援事業補助金

介護施設等における感染防止対策のための経費を補助 2,100 2,100 0

3 子育て世帯臨時特別給付金 児童手当の受給世帯に対象児童１人当たり10千円を支給 120,538 120,538 0

4 緊急経済対策融資保証料補助金
愛知県信用保証協会の融資を受けた中小事業者が納付す
る信用保証料を補助

8,400 8,400

5
新型コロナウイルス感染症対策協
力金

県と連携し、休業要請に協力した事業者に対する協力金
を交付（500千円/事業者）

180,861 90,430 90,431

6 理美容業界休業協力金
県と連携し、理美容事業者が自主的に休業した場合に協
力金を交付（県・市 各100千円）

28,500 11,900 16,600

合　　　　計 8,940,966 8,721,105 104,430 0 115,431

　国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給するための規定を追加するものです。

　愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正に伴い、新たに傷病手当金の支給に係る事務が追加されるため、市の所掌事務
を改めるものです。

　２，５００千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を７，９４８，２００千円とするものです。

　８，９４０，９６６千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を３７，０３３，９６６千円とするものです。

資料１－３

1



報告第１１号　専決第１１号　令和２年度知多市一般会計補正予算（第２号）（令和２年５月１８日専決）

（単位：千円）

No 件名 内容 事業費 国 県 その他 一般財源

7
障がい者施設等事業再開支援交付
金

新型コロナウイルス感染症の患者等発生に伴い事業を休
止した施設の事業再開を支援（300千円/施設）

1,500 1,500

8 介護施設等事業再開支援交付金
新型コロナウイルス感染症の患者等発生に伴い事業を休
止した施設の事業再開を支援（300千円/施設）

2,100 2,100

9
ひとり親家庭等生活支援特別給付
金

新型コロナウイルス感染症による経済的影響に鑑み児童
扶養手当受給者に対象児童１人当たり 10千円を支給

7,800 7,800

10 水道の基本料金減免
水道の基本料金４か月分(２期分）を減免
官公庁除く水道利用者を対象

65,000 65,000

11 学校再開環境整備事業
学校再開に向け、新型コロナウイルス感染症の感染リス
ク低減のため、除菌用消毒液の各教室への配備等を実施

2,200 2,200

12 準要保護児童生徒昼食援助費
準要保護児童生徒の在宅学習を支援するため休業期間
（4、5月分）の昼食費を給付
（１食あたり小学生250円、中学生270円）

4,464 4,464

合　　　　計 83,064 0 0 0 83,064

報告第１２号　専決第１２号　令和２年度知多市水道事業会計補正予算（第１号）（令和２年５月１８日専決）

報告第１３号　専決第１３号　令和２年度知多市一般会計補正予算（第３号）（令和２年５月２５日専決）

（単位：千円）

No 件名 内容 事業費 国 県 その他 一般財源

13 住居確保給付金
失業等により家賃が払えず住居を失うおそれのある世帯
に家賃相当額を家主に給付（最長９か月）

2,917 2,188 729

14
新型コロナウイルス感染症等予防
用消毒液配備事業

再開する公共施設の安心安全を確保するため、除菌用消
毒液を各施設に配備

6,276 6,276

15 プレミアム付食事券事業
プレミアム付食事券を販売することで、外食等への消費
を喚起し、市内飲食店を支援
（3,000円で１冊5,000円分の食事券　20,000冊販売）

114,114 60,000 54,114

合　　　　計 123,307 2,188 0 60,000 61,119

　１２３，３０７千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を３７，２４０，３３７千円とするものです。

　８３，０６４千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を３７，１１７，０３０千円とするものです。

　収益的収入及び支出のうち、水道事業収益を１，０００千円増額し、１，２７６，０００千円とし、水道事業費用を１，０００千円増額し、
１，１６５，３００千円とするものです。
　※水道の基本料金減免に係る補正

2



知多市議会６月定例会の日程

（６月１５日～２９日 １５日間）

６月１５日（月） 本会議第１日（議案上程）

６月１６日（火） 本会議第２日（一般質問）

６月１７日（水） 本会議第３日（一般質問）

６月１８日（木） 本会議第４日（議案審議、委員会付託）

６月１９日（金） 福祉文教委員会

６月２２日（月） 建設経済委員会

６月２３日（火） 総務委員会

６月２５日（木） 議会運営委員会

６月２９日（月） 本会議最終日（委員長報告、討論、採決）

※開始時間は、午前９時30分から

資料１－４



資料２

愛知大学と包括連携協定を締結します

知多市と愛知大学は、まちづくり、教育、観光等の分野において相互に連携・協力し、協働のまちづ
くりを推進するため、包括連携協定を締結します。

１ 締結式開催日及び開催場所

７月３日（金）午後４時から

知多市役所３階 第２委員会室

お問い合わせ
企画情報課企画・統計チーム 大槌（0562-36-2639）

２ 締結式出席予定者

知多市

宮島市長、立川副市長、長谷川副市長

愛知大学

川井学長、鈴木地域連携室長、入江法学部教授

３ 連携・協力事項

(1) 総合計画の進行管理における大学教員の参画
(2) 観光事業への学生の参画
(3) インターンシップでの学生の受け入れ
(4) 「キャリアデザイン特殊講義」での市長による講義

４ 具体的な取組

(1) 地域のまちづくりの推進に関すること
(2) 教育及び人材育成に関すること
(3) 地域文化の振興に関すること
(4) 観光の振興に関すること
(5) 福祉の推進に関すること
(6) その他本協定の目的を達成するために必要な事項に関すること

連携・協力


